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NO.70 
Since 2003.3

ご挨拶

259億4432万7千円

252億1636万円

一般会計歳入決算 構成比グラフ

出典：令和元年度栗東市決算審査意見書をもとに田村が作成

　令和元年度の一般会計の収入は、予算額に対し
て5億5618万6千円の減でした。 
　ただし、市税収入は前年より4.6％増（5億
9699万円）の135億8156万6千円でした。 
　歳入歳出の差し引き残額は、7億2796万7千円
ですが、次年度に繰り越すべき財源が、1億365万
2千円、そして前年度からの繰越が、5億216万3
千円ありますので、収支は、1億2215万2千円の
黒字で、財政調整積立金に2億5533万円積み立て
ましたので、実質の単年度収支は、3億7748万2
千円の黒字という結果となりました。 

依存財源 
36.5％

自主財源 
63.5％

　９月定例会は、人事２件、予算３件、決算10件、その他５件の20件と意見書
案２件を審査。意見書案１件を除きすべて原案通り可決いたしました。加えて要
望書３件も審査しました。

　こんにちは。いつもお世話になります。 
　あれだけ暑かった夏も忘れてしまうほどの早足で秋がやって

きました。しかし、今年の秋はいつもと違い、コロナ禍によりほとんどの
地域行事や学校行事が中止となり、実りや賑わいを感じることができない
まま、紅葉を迎えています。 
　さて、この新型コロナウイルスとのお付き合いは今後も続くのでしょう
か？少なくとも、マスク、手洗い、消毒は、生活の中では日常的に当たり
前になりつつありますし、何と言っても「テレワーク」や「時差出勤」と
いった働き方が定着するのかもしれませんね。 
　また、来年には市内のすべての小中学生に、「タブレット」が一人に１
台ずつ配布されますので「学ぶ」環境も大きく変わりそうです。 
　いずれにしても、今回のコロナウイルス感染の教訓を活かし、共存する
道を探すしかなさそうですので、お互い頑張っていきましょう。 
　季節の変わり目、皆様にはご自愛いただき、深まる秋を楽しんでいただ
きたいと思います。いつもありがとうございます。



Let’s Begin このまちが好きだから！

 
 2

　

（単位：千円・％）

区分
平成30年度 令和1年度
決算額 構成比 決算額 構成比

義務的経費 13,043,415 48.8 12,691,966 50.3

人件費 3,509,808 13.1 3,592,019 14.2
扶助費 5,309,780 19.9 5,721,407 22.7
公債費 4,223,827 15.8 3,378,540 13.4

投資的経費 4,549,795 17.0 2,561,257 10.2

その他経費 9,119,765 34.2 9,963,137 39.5

合計 26,712,975 100.0 25,216,360 100.0

◎義務的経費＝支出が義務付けられ任意に削減できない経費 
◎投資的経費＝道路、学校、公営住宅の建設等将来に残るもの 
　　　　　　　に支出される経費 
◎その他経費＝物件費、維持補修費、補助金等、積立金などそ 
　　　　　　　の他の経費

　市の財政は、その使途の目的別に分けられ、生
活・福祉の充実（民生費、労働費）、職員給与・
全般的な事務費（総務費）、教育と文化（教育
費）、道路・橋・公園の整備（土木費）、産業の
振興（農林水産業費、商工費）、保健衛生（衛生
費）、消防（消防費）、市の借金返済額（公債
費）に分けられ、その構成をもって財政状況を知
ることができます。 
　栗東市の場合、生活や福祉に直結する民生費が
１番い多いのは理解できるのですが、支出の２番
目に借金の返済額である「公債費」があり、教育
費よりも多くなっています。 
　ちなみに、市の借金である地方債は、年度末で
418億円（上下水道関連を除く）あります。昨年
は、特別会計分も含めて39億円ほどが公債費に当
てられ返済されています。 
　また、経費はその性質上、「義務的経費」と「投
資的経費」、そして「その他の経費」に大別され、
とりわけ、「義務的経費」は、市の一般歳出のう
ち、支出することが制度的に義務づけられている
経費であり、職員の給料や議員の報酬などの「人
件費」、生活保護法や児童福祉法などに基づき公
的扶助制度の一環として対象者に支給する費用で
ある「扶助費」および「公債費」の3つからなりま
す。 
　税収などの一般財源に占める義務的経費の割合
を「経常収支比率」といい、財政構造の弾力性を
示す比率として使われています。この経常収支比率
が大きくなると、財政構造の硬直化が進んでいて、
自由に使える予算が少ないことを表します。 
　栗東市の場合、義務的経費の比率は年度末で、
50.3％（昨年48.8％）という状況ですので、財政
の硬直化が進んでいるといえます。

（千円）
2019年　目的別経費の決算

109億8089万7千円

103億7412万4千円

出典：令和元年度栗東市決算審査意見書をもとに田村が作成

　７つの特別会計の支出合計は、約103億円です
が、そのうち、「国民健康保険」が、約59億
円、「介護保険」が約37.5億円、「後期高齢者
医療」が約6.3億円であり、医療、高齢者福祉に
関する会計が約93.9％を占めています。  
　少子高齢社会の進展は、今後も財政の圧迫を招
きますので、市だけでは対応できません。国・県
による抜本的な政策が求められています。 

出典：令和元年度栗東市決算審査意見書をもとに田村が作成
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　　今回の個人質問は、１点目は、行政が行う工事契約や委託契約
に関する件で、契約の相手方である企業の従業員の労働実態や契約
内容の進捗等の行政チェックについてと、２点目は、近年の気候
変動に関する市の考え方と気候非常事態宣言の取り組みについて
市の考えを問いました。

問：地方自治体が行う公共工事
や業務委託等の公契約は、一般
的に一般競争入札や指名競争入
札、そして随意契約といった手
法をもって元請け企業を選定
し、契約の締結に至っている。 
　近年、多くの自治体が、仕様
書に基づき価格以外の専門的技
術やノウハウなどの技術的要
素、さらには社会貢献等につい
ての提案などを総合的に評価す
る「総合評価落札方式」を採用
している。本市の状況は？ 

答：総合評価方式については、
より品質の優れた業者を選定す
ることができる一方で、評価基
準や申請手続が煩雑化し、入札
参加者と市の双方に負担が増え
ることや落札者が偏る結果とな
ることも考えらることから本市
では本格的な導入には至ってい
ない。今後、他市等の状況も見
極めながら、総合評価方式の入
札について研究していく。 

問：自治体が発注する公共工事
においても、一部の元請企業等
では、社会保険の不適用や賃下
げ、解雇などが発生し、ワーキ
ングプアと言われる生活保護の
水準にも満たない収入しか得ら
れない就労者層が生まれてい
る。 
　市は、公共工事や委託事業に
おいて、指定管理者も含め、元
請け企業の現場で働く人たちに
対して、労働条件や労働環境等
について、アンケートをはじめ
とした調査等、実施しているの
か。 

答：労働環境等の調査等につい
ては、発注する工事や委託事業
等に関し、これまでに賃金、報
酬等の未払いなどをはじめ、労
働条件や労働環境について改善
等を図る旨の報告を受けたこと
はない。また、企業等は、労働
関係諸法規を遵守し施工等を行
なっておると判断しており調査
等は実施をしていない。 

問：市民の税金を使って契約す
る公契約については、透明性は
もちろんのこと、受注先で働く
労働者に関する法令を遵守する
ことを企業に求めることは当然
であると考える。 
　企業との信頼関係は重要だ
が、労働環境等をチェックする
とともに、発注内容がしっかり
と履行されているのかのチェッ
クも必要なのではないか。 

答：労使の合意で決められる賃
金に地方公共団体がどこまで踏
み込めるのか課題がある。その
中で、仕様書等において労働関
係諸法規を遵守する旨の明記を
周知していく。 

問：毎年のように発生する大規
模な気象災害は、極めて深刻な
脅威となっている。風水害対策
等の強化は、喫緊の重要課題と
考えるが、具体的な風水害対策
等の計画は。 

答：栗東市地域防災計画の風水
害被害想定に基づき対策を進め
る。また、本年度は総合防災
マップを更新し全個配布する。
さらに、学区を単位とした地区

防災計画策定の支援にも取り組
んでいく。 

問：気候変動は、風水害災害だ
けでなく、気温上昇による熱中
症の発生や現在、猛威を振るっ
ている新型コロナウイルスなど
のあらたなウイルスなどによる
感染症の増加や動植物の生態系
等にも影響を及ぼし、農林漁業
にも大きな影響を与えている。 
　今まさに地球の気候は、非常
事態に直面しており、このまま
では、未来を担う世代に持続可
能な社会を引き継ぐことができ
ないという強い危機感があり、
既に世界では1300を超える多
くの自治体等が「気候非常事
態」を宣言し、社会システムと
してその取り組みを進めようと
動き出している。本市における
「気候非常事態宣言」の取り組
みの考えは。 

答：国において気候変動適応法
が制定され、地方公共団体の役
割も明確化されている。 
　また、国会でも超党派の議員
連盟にて衆参両院で「気候非常
事態宣言」の決議を目指してい
ることなども十分認識し、本市
の「気候非常事態宣言」の取り
組みを検討していく。 
　また、令和４年度末を期限と
する本市の環境基本計画の改定
の中で、地球温暖化あるいは気
候変動に関する具体策を示して
いく。 
　加えて、滋賀県が気候変動適
応センターを設置しているの
で、情報共有、連携等をしなが
ら、取り組みを進めていきた
い。

公契約条例の制定で労働者の 
就労環境の改善を！

気候変動に対する本市の 
取り組みについて！
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市政に関する様々な疑問、 
要望等お気軽にご相談くださ

ホームページもご覧ください 
WEB：http://t-tamura.jp 
mail：22@t-tamura.jp 

２０２０年7月～9月　主な活動
7月3日 栗東市都市計画審議会／市役所

議会改革推進部会／市役所
7月4日 栗東観光案内所詰／JR手原駅
7月8日 議会改革推進部会／市役所
7月9日 連合滋賀第3区地協幹事会／草津
7月10日 栗東商工会金勝支部幹事会／コミセン金勝
7月17日 議会改革推進部会／市役所
7月18日 栗東観光案内所詰／JR手原駅
7月21日 原水禁自治体要請行動／市役所
7月22日 議会説明会・議員協議会／市役所
7月27日 議案勉強会・栗東湖南広域行政協議会
7月28日 観光政策懇談／市役所
7月31日 議会改革推進部会／市役所
8月2日 栗東観光案内所詰／JR手原駅
8月4日 連合の日 駅頭行動／JR栗東駅
8月5日 総会栗東湖南広域行政協議会総会
8月6日 議会改革推進部会／市役所
8月13日 議会改革推進部会／市役所
8月16日 齋藤幸平講演会／解放県民センター
8月18日 議会説明会・議会改革特別委員会
8月22日 視覚障害者協会定期総会／コミセン大宝東
8月23日 栗東観光案内所詰／JR手原駅
8月24日 国道バイパス整備促進特別委員会

8月25日 栗東市都市計画審議会／市役所
栗東市教科書選定会議傍聴／危機管理C

8月28日 議案勉強会／市役所

9月1日 9月定例会開会（～9/29）／市役所
議会改革推進部会／市役所

9月3日 金勝地域振興協議会三役懇談／コミセン金勝
9月4日 学童保育所市連協要望説明会／コミセン治田西

9月8日 定例会個人質問（～9/9）／市役所
議会改革特別委員会

9月10日 連合滋賀第3区地協幹事会／草津
9月11日 合流新党に関する懇談会／教育会館
9月12日 金勝ハイキングコース清掃活動
9月14日 文教福祉常任委員会／市役所
9月16日 決算特別委員会（～9/24）／市役所
9月19日 菜の花プロジェクトin南相馬（～9/21）
9月26日 栗東観光案内所詰／JR手原駅
9月29日 定例会採決・議会説明会

12月 3日（木） 定例会開会

12月10日（木）～14日（月） 個人質問

12月15日（火）～17日（木） 各常任委員会

12月18日（金）～21日（月） 定例会予備日

12月22日（火） 定例会採決

　菜の花プロジェクトネットワーク（代表：藤井絢子
氏）では、2011年3月11日の東日本大震災発生後、津波
の影響や原子力発電所事故により放射能汚染された農地
での農業復興の取り組みとして、ナ ︎タネを栽培すること
で「エネルギー作物生産」や「地域の活力」をはかろう
と、現地のNPOや農業関係者、そして、南相馬農業高校
の生徒さんたちとも連携し進めてきました。 
　そして今年9月19日～21日、コロナ禍ではありました
が、滋賀県から7名の仲間と、約１ヘクタールの圃場に
ナタネの種を蒔くボランティア活動に今回も参加し、現
地NPOのみなさんと心地よい汗を流して来ました。 
　9月21日は、南相馬市でバイオマスエネルギーに関す
る学習会と施設の見学をさせてもらいました。 
　そして、9月20日に開館したばかりの、福島第一原子
力発電所事故の災害の記録と記憶の「証」を、アーカイ
ブ（資料）として収集、保存、展示することを目的と
した施設『原子力災害伝承館』を、見学しまし
た。内容は、多くの映像を基本として構成されて
いますので、テレビで見たあの時が蘇ってくる
とともに、あらためて原発事故の恐ろしさを目
の当たりにしました。 
　今回は、原発事故から間もなく10年となる
福島県の南相馬の地に立ち､この10年の活動を
振り返るとともに「これまでとこれから」を実
感しながらのボランティアでもあり、感慨深い
ものがありました。 

▲

▲福島県双葉町にできた原子力災害伝承館


